
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
第２１号 平成２１年３月１９日発行   

大国地域振興協議会（おおくに田園スクエア内（電話６６－５２６６）） 大国主命 

 
 
 
 
★今回は、キトサンを使った「簡単ボカシ」の作り方をご紹介します。 （ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより引用） 

作り方の一例 

準  備 

するもの 

米ぬか３０ｋｇ（米袋２袋分）･･･農協などで購入してください。（１袋２５０円程度） 
水２リットル･･･置き水が良いが水道水でもＯＫ。 

砂糖３０ｇ･･･糖蜜やキビ砂糖・黒砂糖がよい。（ミネラルがあり微生物の増殖によい。）
微生物液３０ｃｃ･･･自分で培養したものでもＥＭ菌など市販のもの、なんでもＯＫ。 

キトサン２０ｃｃ･･･水溶性キトサン    （ホームセンターなどでお求めいただけます。） 
その他･･･ブルーシート、ジョウロ 

① 米ぬか３０ｋｇを 
ブルーシートに広げ 

ます。 
 

 
 

 

② ジョウロに、水２リットル、 
砂糖３０ｇ、キトサン２０cc 

を入れて混ぜます。 
 

 
 

 
 

③ 最後に微生物液を入れて混ぜる。 
（微生物が水道水の塩素で 

弱るのを防ぐため）
 

 
 

 
 

④ 一人が米ぬかを混ぜながら、同時に一人がジョロで調合液をまわし 
ながらかけていきます。一度かかったところに再度かけないようにしな 

がら一気にかけてしまいます。非常に少ない液が米ぬか全体にまん 
べんなく行き渡るために、大変重要なところです。（米ぬかを広げて、 

まんべんなくかけ、混ぜるのもいい方法です。） 

⑤ ビニール袋によく空気を抜いて押しつぶして密封して下さい。口をグ 
ルグルねじる。袋に穴が空かないように注意して下さい。倉庫などで 

保管するときは、段ボールやバケツにいれた方がよいでしょう。２週間 
経つと使えますが、残りはそのまま密封保管して下さい。1～数ヶ月 

おくと、熟成が進んで微生物が増殖し、更に強いボカシになります。 

★ いい加減にかけると、部分的によくぬれた部分と乾いた部分ができて、ぬれた部分を押しつぶし

ながら混ぜるのにかえって時間がかかります。なれると難しくありません。 
★ 水は２リットルだと乾かす必要がなくなります。しかし水が少ないと発酵が遅れますので、早めに

使い切る予定であれば、水を３～４リットルとしたほうが、早く熟成します。 
★ 「ボカシ」は冬はいいものができません。暖かくなったらたっぷり仕込んでおいくださいね。 

 

 

≪編集後記≫ 

協議会発足以来２１号を数えますが、あらためて２年を振り返ってみて、「大雨の中の
探索ウォーク」「絶品ぞろいの大国まつり」など、多くのみなさんに参加いただいたんだ

なと思い出しています。平成２１年度も盛りだくさん準備してお待ちしています。 
また、広報「おおくに」では、大国地域振興協議会の活動情報をお届けしていますが、

集落での「あんなこと」「こんなこと」の情報をお寄せください。 
 先日地域づくり部のみなさんが、ゴミの不法投棄防止対策のために設置した赤鳥居周

辺の状況を確認しました。赤鳥居周辺はさすがに効果がありました。がしかし、少し離
れると「あるわ」「あるわ」。洗濯機、テレビ、古タイヤと軽トラックがあっという間に

いっぱいに。そのうち赤鳥居だらけにならないように良い特効薬があったらいいなと思
います。みなさんと一緒に住み良い大国地域にしたいものです。（事務局 加納） 

 ２月１３日（金）田園スクエアで、町民生活課人権教育推進員新井則子さんを講師に

お招きし、「人権研修会」を開催しました。新井さんには、ご自身の体験談を交え、分

かりやすく、そして心に響くお話をしていただきました。現実の社会ではさまざまな人

権侵害に関する事例が発生しています。私たち自身、「無知な差別者」にならないため

にも、研修会などを通じて学び、しっかりした自分の考えを持っていきたいものです。

奥絹屋の県境付近と与一谷の町道

待避所にそれぞれ赤鳥居を追加設置

しました。また、設置済みの赤鳥居

も点検し打ち直ししました。 

 設置してある赤鳥居周辺には、不

法投棄は目立ちませんでしたが、少

し離れるとあらゆるゴミが投棄して

あり、３０分程度で軽トラック１台

のゴミが回収されました。 



 

  

 ★地域のためにコツコツと。たくさんの方に参加いただきました。 

≪1 月≫ 
 10 日（土）第 11 回総務企画部会 
 13 日（火）広報編集会議 
 20 日（火）広報「おおくに」第 19 号発行 
 20 日（火）第 1 回役員会 
 21 日（水）第 9 回公民館部会 
 29 日（木）芸能大会プログラム編成会議 
 30 日（金）第 4 回各部合同会議 
 

≪2 月≫ 
  1 日（日）町ソフトビーチバレーボール大会 
  1 日（日）ふれあい部研修会 
  7 日（土）芸能大会準備 
  7 日（土）第 12 回総務企画部会 
  8 日（日）芸能大会 
 10 日（火）広報編集会議 
 10 日（火）第 5 回地域づくり部会 
 12 日（木）第 10 回ふれあい部会 
 13 日（金）人権研修会 
 18 日（水）第 10 回公民館部会 
 19 日（木）広報「おおくに」第 20 号発行 
 20 日（金）第 6 回地域づくり部会 
 27 日（金）第 11 回公民館部会 
 27 日（金）第 11 回ふれあい部会 
 

≪3 月≫ 
  3 日（火）第 2 回公民館合同会議 
  4 日（水）第 1 回地域づくり計画策定実行委員会 
  7 日（土）第 13 回総務企画部会 
  9 日（月）第 7 回地域づくり部会 
 15 日（日）赤鳥居作成、設置・あじさい植栽 
 16 日（月）広報編集会議 
 18 日（水）第 5 回各部合同会議 
 19 日（木）広報「おおくに」第 21 号発行 

≪4 月≫ 
3 日（木）監査会 

  5 日（土）横断旗入れ設置 
 12 日（土）第 1 回評議会 
 15 日（火）広報編集会議 
 18 日（金）広報「おおくに」 

第 11 号発行 
 19 日（土）第 1 回各部合同会議 
 20 日（日）夢づくり発表会 
 23 日（水）第 1 回地域づくり部会 
 

≪5 月≫ 
  2 日（金）皇帝ダリア植栽 
 10 日（土）第 1 回総務企画部会 
 14 日（水）大国まつり検討会 
 15 日（木）広報編集会議 
 20 日（火）広報「おおくに」第 12 号発行 
 21 日（水）第 1 回公民館部会 
 30 日（金）第 2 回ふれあい部会（研修会） 
 

≪6 月≫ 
  1 日（日）スクエア周辺除草作業 
  7 日（土）第 2 回総務企画部会 
  7 日（土）区長会 
  7 日（土）第 1 回大国まつり実行委員会 
  8 日（日）ペタンク大会 
 13 日（金）広報編集会議 
 16 日（月）第 3 回ふれあい部会 
 18 日（水）第 2 回公民館部会 
 19 日（木）広報「おおくに」第 13 号発行 
 28 日（土）探索ウォーク準備 
 29 日（日）おおくに探索ウォーク大会 
 

≪7 月≫ 
 5 日（土）第 4 回総務企画部会 
12 日（土）健康講座 
12 日（土）第 4 回ふれあい部会 
14 日（月）広報編集会議 
16 日（水）第 3 回公民館部会 

 17 日（木）広報「おおくに」第 14 号発行 
 18 日（金）第 5 回総務企画部会 
 18 日（金）第 2 回地域づくり部会 
 27 日（日）赤鳥居作成 
 30 日（水）グラウンド除草剤散布 
 

≪8 月≫ 
  3 日（日）スクエア周辺除草作業 
  6 日（水）赤鳥居設置 
 12 日（火）広報編集会議 
 17 日（日）夏休み親子工作教室＆ソーメン流し大会 

19 日（火）広報「おおくに」第 15 号発行 
19 日（火）第 3 回地域づくり部会 
20 日（水）第 4 回公民館部会 
23 日（土）料理教室 

 24 日（日）第 6 回総務企画部会 
24 日（日）第 2 回大国まつり実行委員会 
28 日（木）第 5 回ふれあい部会 
30 日（土）運動会説明会 

≪9 月≫ 
  2 日（火）第 2 回各部合同会議 
  6 日（土）第 7 回総務企画部会 
  7 日（日）グラウンドゴルフ大会 
 12 日（金）広報編集会議 
 17 日（水）運動会打合せ会 
 17 日（水）第 5 回公民館部会 
 17 日（水）第 4 回地域づくり部会 
 18 日（木）広報「おおくに」第 16 号発行 
 21 日（日）行政要望箇所現地確認 
 21 日（日）福祉講演会（ふれあい部研修会） 
 21 日（日）第 6 回ふれあい部会 
 25 日（木）グラウンド除草剤散布 
 28 日（日）スクエア周辺除草作業 
 28 日（日）運動会景品確認作業 
 30 日（日）絹屋川河川環境調査 
 

≪10 月≫ 
  2 日（木）地域づくり部活動パネル作成 
  4 日（土）第 8 回総務企画部会 
  6 日（月）第 3 回各部合同会議 
 10 日（金）第 3 回大国まつり実行委員会 
 11 日（土）運動会準備 
 12 日（日）おおくに大運動会 
 14 日（火）広報編集会議 
 15 日（水）第 6 回公民館部会 
 16 日（木）平成 21 年度行政要望提出 
 17 日（金）広報「おおくに」第 17 号発行 
 24 日（金）第 7 回ふれあい部会 
 26 日（日）総務企画部活動パネル作成 
 

≪11 月≫ 
  1 日（土）第 9 回総務企画部会 
  2 日（日）健康福祉ボランティアフェスティバル 
  2 日（日）公民館部活動パネル作成 
  8 日（土）ふれあい部活動パネル作成 
  9 日（日）あいさつ標語・防犯標語審査会 
 11 日（火）第 4 回大国まつり実行委員会 
 14 日（金）大国まつり準備 
 15 日（土）大国まつり準備 
 16 日（日）大国まつり 
 19 日（水）第 7 回公民館部会 

21 日（金）第 8 回ふれあい部会 
29 日（土）いきいきサロン交流会 

 30 日（日）ソフトビーチバレー大会 
 

≪12 月≫ 
  1 日（月）広報編集会議 

  4 日（木）広報「おおくに」第 18 号発行 

  6 日（土）第 10 回総務企画部会 

  7 日（日）おとこの料理教室 

 11 日（木）もちつき準備 

 13 日（土）しめ縄づくり＆もちつき大会 

 17 日（水）第 8 回公民館部会 

 18 日（木）第 1 回公民館合同会議 

 

 
★ 今年度末で、設立当初より参加いただいた部員さんの任期

が満了となります。２年間ありがとうございました。これか
らも元気な大国を作っていくため、ご協力お願いします。 

 

≪部長退任あいさつ≫ 

総務企画部（部長 金山喜弘） 
 初めてということで、試行錯誤を繰り返しながら行事を実施

してきました。ひとえにみなさんのご協力のお陰と感謝して
います。今後は自分も地域で協力していきたいと思います。

公民館部（部長 安野武男） 
皆さんに支えられ、何とか任期を迎えることができました。
ありがとうございました。人と人との出会い、ふれあいを大
切に、これからも協力していきたいと思います。 

地域づくり部（部長 北尾勝） 
 協議会の発展のためには、まず「地域のみなさんに見える活

動（花つくりなど）」に力を入れていければ良いと思います。
２年間お世話になり、ありがとうございました。 

ふれあい部（部長 松原日出雄） 
部長という大役を受けましたが、部員・協力部員を始めのみ
なさんのお陰で２年間活動することが出来ました。お礼申し
上げます。今後も大国が発展することを願っています。 

 

これからの大国の地域づくりを進めていくための指針になる「大国地域づくり計画」の策定も大詰めを迎えてい
ます。３月中に取りまとめを終え、評議会で承認いただいた後、４月末に発表会を予定しています。 


